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日程１ 開会の宣告 

 

（岸川委員長） 

 それでは、これより佐賀市教育委員会２月定例会を開きます。 

 皆さんこんにちは。きょうは２月の末日ということで、今年度もあと一月を残すのみ

となりました。これからの卒業行事、年度末の行事等があって皆さんもご多忙とは思い

ますけれども、有終の美を飾れるように頑張っていただければと思っております。 

 それでは、委員会に入ってまいります。 

 本日は、６人中６人の委員が出席しておりますので、適法に委員会が成立いたしてお

ります。 

 本日の日程につきましては、配付いたしておりますとおりと考えておりますが、第３

０号議案、第３４号追加議案につきましては、教育委員会会議規則により非公開とする

べき案件でありますので、非公開とさせていただきたいと思います。よろしいでしょう

か。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これより本日の日程に入ります。 

 

日程２ 会議録の承認 

 

（岸川委員長） 

 日程２の会議録について、説明をお願いいたします。 

 

（大坪教育総務課副課長兼総務係長） 

 １月２４日の定例教育委員会の会議録につきましては、２月２３日に配付いたしまし

たとおりでございます。よろしくお願いいたします。 

 

（岸川委員長） 

 これにつきまして、何か異議、訂正等ございましたらお願いいたします。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、異議がないようですので、会議録は報告のとおり承認することにいたしま

す。 

 

日程３ 教育長報告 

 

（岸川委員長） 

 次に、日程３、教育長報告をお願いいたします。 

 

（東島教育長） 

 プリントをお手元にお届けをしております。私が今日お話しする中でも、教育委員さ

ん方がご参加されている部分については、割愛していくことになろうと思っておりま

す。 

 いよいよ今日から議会が始まりました。この時期インフルエンザがいつも心配されま

すけれども、現在小学校で６校、２学年４学級が学級閉鎖中でございます。今日からの

ところ、明日からのところございまして、インフルエンザは落ち着いてきたとはいえ、

まだまだ学級閉鎖、学年閉鎖が続いているというふうな状況の中にあります。ただ、中

学校は２月の初旬でインフルエンザの流行が終了したようでございまして、子どもたち

は高校入試等でも精いっぱい自分の力を発揮しているんではなかろうかというふうに

推測するところです。 

 まず１点目、平成２８年度の佐賀市研究発表会、これが１月２６日に行われました。
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これは二種類ございまして、１つは組織研究、佐賀市教育研究所というのがございまし

て、そこに課題研究部、いわゆる指導法に関連したものの研究と、それからもう一つは

生徒指導関係が中心になるところの児童生徒理解部というものがございまして、組織研

究を１年間行って発表をしていただいている。それから個別に委嘱をして個人研究発表

を行いました。佐賀市の教育研究所というのは昭和３１年に設立をされております。非

常に歴史があるんですね。その時々の喫緊の教育課題を取り上げて、組織的な実践計画

が行われておりまして、当然ながら佐賀市に勤務する教職員の指導力向上、資質向上と

いうところを目的とした研究発表でございました。これまで研究発表会の形は徐々に形

が変わってきております。以前はこれは悉皆研で全ての先生方が参加をするというふう

にしておりましたが、何せ今のご時世、先生方が忙しい、研究もいろんな角度からなさ

れているということで、各学校代表で参加をするという形をとっております。これが３

１年の設立なんですが、昭和２８年から実は研究は始まっているんですね。まさに県下

の中でも教育研究所を持っているのは佐賀市のみでございます。そして、唯一古い時代

からこの研究を始めていると。今年度の課題研究部ですが、ご多分に漏れず佐賀県の子

どもたちの体力が持ち直してきたとはいえ、まだまだ課題がたくさんございます。そう

いうふうな視点から、課題研究部は体育の楽しさを求めて主体的に取り組んだり、みず

から健康、体力向上を図ったりする児童・生徒の育成ということで、授業づくりと健康・

体力づくりというのをセットにして研究に取り組んでいただきました。その発表をして

もらったわけです。それから、児童生徒理解部は、児童・生徒の社会性を育む集団づく

りと、特に自己有用感を子どもたちに持たせるという視点からの研究発表でございまし

た。そういうことで、この教育研究発表会というのは今後も大事にしたいなと。やはり

先生方が子どもたちの前に立つためには、日々、先生方自身が研究、修養を積んでいか

ないと教壇に立つわけにはいかない。そういう意味からも、佐賀市教育研究所の事業と

いうのはやはり今後も意義あるものにして研修の場として提供していきたいというふ

うに思ったところです。 

 次、２点目ですが、本年度第２回の佐賀市ＰＴＡ協議会との研修会、これはもう教育

委員さん方もご参加でしたので申し上げませんが、改めて確認だけさせていただきま

す。主に４点、１つは、スマホ等のネットのあり方、これについては実態調査を市Ｐが

とっておりまして、それを踏まえて啓発パンフレットを作成するという方向になってお

ります。それから、少年スポーツの今後の取り組み、これも４つの観点からさらに具体

的な取り組みが進められる方向になっております。それから、自転車保険加入の調査、

これについても今後調査をして実態を把握しながら、どのように自分たちの自転車によ

る事故を自分たちで守るのか、ここのことについては今後も啓発が必要になってこよう

と。それから、学力向上の中でいつも課題になっておりました家庭学習習慣とのつなが

り、このサイクルをしっかりつくり上げなければいけない、これは国も言っていますし、

県も言っていますし、当然ながら家庭学習習慣というのは小さいうちからこれはもう築

いておく必要があります。絶対必要なことです。そういう視点から、やはり家庭との連

携による学力向上、これはひいては基本的な望ましい生活習慣の育成ともつながってま

いりますので、これについてもまた今後も力を入れたいというふうに思っております。

いずれにしても、市Ｐ、市教委、学校、この三者が共通理解をして同じ考えのもとに取

り組まないことには成果は上がらないと考えておりますので、今後もその取り組みを進

めてまいりたいと。 

 ３点目、第３８回の佐賀市人権・同和教育研究大会です。これは佐賀市教育委員会が

佐賀市人権・同和教育研究会という教職員の組織に委託をして研究を進めているもので

す。これは組織的な研究です。全ての子どもたちが安心して学ぶことができる学校をつ

くりたい。全ての子どもたちに差別を乗り越える力を育みたいと、こういう願いを持っ

て同和教育というのはスタートしたわけですが、現在では人権教育という１つの大きな

くくりの中で動きが、潮流がそういうふうになってきておるところでございます。しか

しながら、人権教育の目標そのものはやはり全ての子どもたちに自分が価値ある存在で
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あるという実感を持たせること。それから、自分の立場と生き方に希望と誇りを持つこ

と。これをやはり子どもたちに保障しながら、仲間とともに差別を乗り越え未来を切り

開いていく力を育むことにあります。そういう視点から、その具現化するために３点、

「人権が尊重される環境づくり」、「人権が尊重される人間関係づくり」、つまり仲間、

集団づくり、３点目が「人権が尊重される学習活動づくり」、人権学習の取り組み、こ

ういうことを目標にして佐賀市内の５３校共通の目的意識を持って実践に取り組んで

いただきました。その中から４校、春日北小、北山校、本庄小、思斉中が報告をしたわ

けでございます。この取り組みというのは当然ながら人権感覚を磨いていくということ

は、すなわちいじめ撲滅にもつながってまいりますので、今後とも重要な教育課題であ

ろうというふうに捉えます。 

 ４点目、佐賀市市民総参加子ども育成運動推進委員会合同分科会、これは教育委員さ

ん方もご参加をされておりましたので、割愛をさせてもらいます。 

 ５点目、第１回の埋蔵文化財センター基本構想検討委員会、これがありました。ひょ

っとしたら担当課から話があるのかもしれませんが、ここに書いておりますように東名

遺跡が国史跡指定を受けたということが１つの大きな要因となりました。佐賀にある埋

蔵文化財、これが非常に佐賀市は豊富にあるということで、そういうものをどのように

活用していくのかということが１つの視点になろうかと思いますが、埋蔵文化財センタ

ー、つまり建物なんですが、このコンセプトには「地域と共に 未来につなげる 佐賀

の歴史と文化」、それから歴史、観光、教育・学習という３点、ここから発信できる施

設でありたいということを期待するわけでございます。続いて、２回目が今度ありまし

たかね、ある予定になっていますよね。ということで６回ほどの審議の中で埋蔵文化財

センターがどういう形で有形化してくるのかというのが楽しみなところでございます。 

 ６点目、佐賀市中学校部活動あり方検討委員会、これにつきまして今年度の協議をい

たしました。やはり部活動の現状、これがやっぱり非常に過熱化しているというのは否

めないところでございまして、やはり課題として顧問教職員の意識の違い、それから時

間的な制約や専門性の面からの負担感、このことはひいては家庭を持つ１個人として

の、家庭人としての教員、このジレンマがやっぱりそこにはありそうな気がいたします。

いろんな問題点を出していただいて、来年度に向けた部活動のあり方について３月の

末、それから４月にはまた再度校長会を通しながら来年度の運営に向けたいというふう

に考えているところです。 

 ７点目、第３２回の佐賀市青少年健全育成推進大会、第９回子どもへのまなざし運動

推進大会、これが１２日日曜日、メートプラザでございました。これももうご参加いた

だいていますので、割愛をさせていただきます。 

 ８点目、佐賀市総括安全衛生委員会、これを２３日に行いました。各学校では健康管

理委員会、先生方の健康と安全を守るという視点から、職場改善の話をここでして、そ

して、そこでいろんな方向が出たものについてはさらに校長会を通しながら各学校で改

善をしていただくということになろうかと思っております。そういう意味で、今回話し

合われたことにつきましては次回の校長会の折にその要点については十分に周知をし

たいというふうに考えておるところです。 

 以上、８点のことについてお話申し上げましたが、今回の報告にかえさせていただき

ます。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 今の報告内容につきまして、ご質問、ご質疑等ございましたらお願いいたします。 

 

（伊東委員） 

 ６点目の部活動あり方検討委員会の件ですけど、私もスポーツを指導している立場か

ら非常に関心のある内容で、現状を見ると非常に大変な状況にあるのかなと思っていま
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す。 

 それで、ちょっとよぎるのが、先だって問題になりました岩手県の矢巾町の部活の叱

責から自殺に至った事件です。スポーツを指導する立場からすると、特に中学生になる

と、やはり勝ち負けにこだわるんです。そうなると先輩あるいは同級生等のちょっとレ

ベルの高い子が叱責をしたりするということはあり得るんです。部活の先生の忙しさと

いうものを見ると、東京オリンピック、あるいは国体にかけて、その辺の災害が起きる

という可能性が非常に高いのじゃないかなと危惧をしているところなんです。やはり部

活も教育の一環という立場から指導者をもっと教育をして欲しい。もう今繁忙で、生徒

たちにちょこちょこっと指示をして職員室に戻るというスタンスがわからんでもない

んですけど、部活も教育の一環という立場で捉えれば、非常に大事な時間だと思うんで

すね。部活の指導をしている先生たちの忙しさという問題を脱するには地域とどうタイ

アップしていくのかということが、必要になってくると思います。大阪では商業関係の

スポーツの会社にそれを委ねているようですが、そうすると、貧困家庭が、その部活の

費用を払えるのかという問題が発生します。やっぱり自分がやりたいスポーツを部活で

やりたいと思っている子が自分の好きな部活がないということを減らしていくには地

域とどうやってタイアップするのか。それには地域の指導者もきちんとした教育が必要

でしょう。そういうことで、もう一歩、今の検討委員会が脱皮しないところに私は問題

があるような気がしてなりません。もう一ランク上げたところでの検討委員会というこ

とをしていただかないと、逆に子どもたちが非常にかわいそうだなというふうに思いま

すので、その辺もあわせて今後のあり方をご検討いただければなというふうに思ってい

ます。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 これについては教育長のほうから。 

 

（東島教育長） 

 指導者の資質の問題、それからハード面での枠組みの問題、これ両方あります。当然

ながら、教職員だけではもう対応できないような現実があります。したがって、大阪み

たいに予算をつけて会社に運営を任せるというふうな点も１つの方法でしょうし、佐賀

ではそこまではできない状況の中にありますし、そういう民間会社もない。だからやっ

ぱり地域と連携をしながらというのは、これは一番大事な部分だろうと。現実的に体育

の授業なり、部活動なり、地域の方が指導いただいているのはもう各学校随分ございま

す。ただ、部活の数がいろんな種類があるもんですから、全てそれで賄えるかといった

ら、これまた大きな障害がございます。 

 したがいまして、地域との連携を探りながらも、先生方が忙しいということでついつ

い子どもたちだけを野放しと言ったらおかしいんですが、そういう状況にならないよう

に、部活動は指導者がついておかないと成立しないんですね、教育活動ですから。そう

いうことを考えますと、今後そこら辺のところはあり方検討委員会でも検討していきた

いし、スポーツ庁が２０１７年末には適切な練習時間、休養日の設定、これに対するガ

イドラインを国が出すと言っていますので、恐らくここに対して国もメスを入れてくる

状況の中にありますので、そこら辺は１つの推移を見ながらも、どういうふうな方向が

必要なのか、これはまた検討委員会の中でも話をしてみたいというふうに思います。 

 

（岸川委員長） 

 これは私も先日の文科省の研修のときにも、やはり今度の指導要領の方向として、チ

ーム学校という概念で専門スタッフの中には部活の指導員というのも地域から選んで

いく、学校運営に地域も参加してもらうようになっていこうということで示されており

ましたので、部活動の指導についても地域を巻き込んでいくという流れになっていくと
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いうふうに思います。 

 他にないでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、ないようですので、教育長からの報告を終わります。 

 

日程４ 提出議案 

 

（岸川委員長） 

 引き続き、日程４の提出議案でございます。 

 第３１号議案『佐賀市立久保田公民館運営審議会委員の委嘱について』、社会教育課

から説明をお願いいたします。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 社会教育課でございます。資料の２ページをお願いいたします。第３１号議案『佐賀

市立久保田公民館運営審議会委員の委嘱について』でございます。 

 公民館運営審議会につきましては、社会教育法第２９条の規定に、公民館長の諮問に

応じ公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するために設置するもので

ございまして、同法第３０条において、市町村の設置する公民館にあっては、公民館運

営審議会の委員は、当該市町村の教育委員会が委嘱することになっております。 

 また、佐賀市公民館条例第１４条第２項におきまして、公民館運営審議会委員の定数

は、１０名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を

行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会がこれを委嘱することになってお

ります。 

 次に、３ページをお願いいたします。今回、久保田公民館運営審議会委員の２名につ

きまして、推薦団体の役員の交代によりまして、新たに委嘱する委員、解任する委員を

表に記載しておるところでございます。新たに委嘱する委員につきましては南里境子

氏、堤雅江氏の２名でございます。公民館条例第１４条第３項では、委員の任期は２年

で、欠員補充によって委嘱した委員の任期は前任者の残任期間とすると定めております

ことから、前任者の残りの任期である平成２９年９月３０日までの期間について委員を

委嘱するものでございます。 

 参考でございますけど、４ページをお願いいたします。今回、議案資料として４ペー

ジに久保田公民館運営審議会委員名簿を掲載しております。審議会委員の氏名、役職等

のほか、今回議案として上程しております新たに委嘱する委員については新旧の別の欄

に「新」と記載をしているところでございます。 

 説明については以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はありませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、異議がないようですので、第３１号議案『佐賀市立久保田公民館運営審議

会委員の委嘱について』は、原案のとおり承認いたします。 

 続きまして、第３２号議案『佐賀市少年育成委員の委嘱について』、社会教育課から

ご説明をお願いいたします。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 それでは、資料の５ページをお願いいたします。第３２号議案『佐賀市少年育成委員

の委嘱について』、ご説明をいたします。 

 これは佐賀市少年育成委員設置規則第２条第１項の規定に基づきまして、少年育成委

員の委嘱についてお諮りするものでございます。 
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 ６ページをお願いいたします。少年育成委員の任期につきましては平成２８年、去年

の８月１日からとなっておりますけど、巨勢校区につきましては少年育成委員に１名の

欠員が生じておりましたので、今回、欠員補充として野田愼也氏に対して委員の委嘱を

行うことについてお諮りするものでございます。 

 野田慎也氏についてでございますけど、元警察官でございまして、青少年の健全育成

に関して見識を備えた方でございます。 

 なお、委員の任期につきましては、佐賀市少年育成委員設置規則第２条第２項の規定

に基づきまして、既に委嘱しているほかの委員の任期と同様に平成３０年７月３１日ま

でとしております。 

 説明は以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 何かご質問はございませんでしょうか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ちなみにお幾つの方ですか。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 ７２歳の方です。 

 

（岸川委員長） 

 特に質問はないようですので、異議なしと認めまして、第３２号議案『佐賀市少年育

成委員の委嘱について』は、原案のとおり承認いたします。 

 続きまして、第３３号議案『第二次佐賀市文化振興基本計画について』、文化振興課

から説明をお願いいたします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 資料の７ページをお願いいたします。第３３号議案『第二次佐賀市文化振興基本計画

について』、ご説明をいたします。 

 本市の文化振興に関する基本的な方針を定めるために、平成２９年度から３２年度ま

での４年間を計画期間とする第二次佐賀市文化振興基本計画の策定を進めてまいりま

したが、このたびお手元に冊子をお配りしていると思いますが、計画案としてまとまり

ましたので、議案として提出をさせていただいております。 

 計画の内容につきましては、１２月の教育委員会研修会でご説明を既にさせていただ

いておりますので、本日はその後に行いましたパブリックコメントの結果について、ご

説明をさせていただきたいと思います。 

 ８ページのほうをごらんください。パブリックコメントにつきましては、昨年の１２

月２７日からことし１月２５日まで約１カ月間実施をしまして、３人の方から７件のご

意見をいただいております。こちらに一覧表で意見を掲載しておりますので、概略ご説

明をさせていただきます。あわせて８ページ以降の表の左端の項目のところに、お手元

の計画書に該当ページがある分はページも載せておりますので、そちらもごらんいただ

ければと思います。 

 まず、８ページの一番初めの１つ目のご意見ですが、第一次計画と第二次計画の関連

について、一次計画の達成状況と達成できなかったものは二次計画に引き継ぐべきとの

ご意見でございます。第一次計画の重点事業としては５項目ありまして、そのうち②文

化振興基金の創設について達成ができていません。その理由としましては、最近は低金

利でありまして、基金の運用益が見込めないということ。また、基金の創設後もその基

金をしっかりした体制で管理運営していく必要がありますが、その体制の構築が難しい

ということだったわけですが、今後もその部分について状況は変わらないということ

で、策定委員の皆さんの了解も得まして、二次計画には掲載をいたしておりません。 
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 次に、９ページの一番上の黒い四角ですが、文化財の保存と整備・活用についてです。

このご意見としては、歴史遺産に関して毀損が懸念されるものや説明板の管理ができて

いないもの、歴史遺産の現状把握をすべきというご意見、また、金立の葉隠発祥の地に

ついて、以前、公園整備の計画がありましたが、それが中断したままなので基本目標に

入れてほしいというようなご意見になっております。市の考え方としましては、一番最

初の歴史遺産の現状把握につきましては、文化財の保存、整備・活用の前提として当然

行っていくべきものと考えているということ。後段の葉隠発祥の地の整備につきまして

は、事業の優先順位の問題がありますし、少なくとも意見を出された方が考えられてい

るような当時の計画をそのまま実行するというふうな判断はできないということから、

個別の事業名を計画に出すのではなくて、歴史遺産の一つとして今後全体の中で取り組

むこととしております。 

 その下、その次の黒四角の感性や創造力を育む文化体験というところですが、ここは

そこから３項目ですね、子どもたちの文化体験の必要性についてということでご意見を

いただいております。これにつきましては計画の基本目標１に「文化を通じた人づくり」

というのがありまして、その中で「子どもたちの豊かな感性の育成」や「文化に親しむ

機会の提供」という事業方針を定めておりますし、重点事業の中にも、今回「次世代育

成支援プログラム」というものを位置づけ、取り組みを進めることとしております。 

 次に、１０ページの黒四角の文化を伝えていくこと、魅力ある文化のまちとなるため

に力をいれるべきことについて、その下の白丸のアートコーディネーターから３つです

ね、市民芸術祭までについては、個別的な内容になっておりますけれども、これは文化

振興財団との連携や文化を伝える、支える芸術専門家への支援という事業方針を掲げて

おりますので、その中で取り組みを進めてまいります。 

 その下の白丸ですね。文化活動の価値向上をということで、文化活動にはお金がかか

りますということを言われてありますけど、このことは私たち行政の中にいても非常に

ひしひしと感じていることで、意見を出された方はボランティアという言い方をされて

いますが、もっと言うと、文化・芸術というのは個人の趣味の世界であるというふうに

捉えられがちです。これについて意識を変えてもらうということは必要なんですが、な

かなかその特効薬というものはありませんので、粘り強く文化振興を進める中で文化の

力の必要性を理解していただけるように取り組んでいくしかないというふうに考えて

おります。 

 その下、１０ページ一番下の白丸ですが、文化体験ができる場所をということで、こ

こでは文化会館のリハーサル室や練習室の利用方法について特定してご意見をされて

いますが、今後、市民の皆さんのニーズにあわせてさまざまな活動の場についての情報

提供に取り組みたいというふうに考えております。 

 １１ページ、最後の黒四角のところですが、まちづくりの件でご意見が出ております。

このご意見を出された方は、企業誘致ですとか農業問題、環境問題、交通体系など非常

に幅広い内容についてご意見を出されておりますが、文化振興基本計画の中では文化の

範囲というのをきちんと定義をしておりまして、このご意見はそれにはまりきらないと

いう部分ですので、その旨をお伝えすることとしております。 

 パブリックコメントについては以上になりますが、出されたご意見に対応するため、

計画の修正等は必要ないと考えておりますので、お手元の冊子が最終の計画案となりま

す。 

 説明は以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 今のご説明について、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

 それでは私から、この佐賀城跡の保存・整備というのは県のほうもまた色々と力を入

れていらっしゃるようなんですけど、どこからどこまでが市とか県とか、そういったも

のがあるんですか。 
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（宮崎文化振興課長） 

 今のところは、県のほうは佐賀城の公園整備ということで少しずつ進めていらっしゃ

いますが、佐賀市のほうとしては、その工事に伴う文化財調査というのをずっと行って

いっているという状況です。あと文献調査関係は佐賀市のほうでも嘱託職員を置いてや

っているところです。 

 

（岸川委員長） 

 なるほどですね。 

 それと、文化財の保存と整備・活用についてのご質問があったような点は、私も以前、

今山古戦場のところの整備とかについておたずねしたこともありますので、新たにセン

ターを整備するという話もありましたので、そういったところまで充実をさせていただ

ければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 ほかにご質問はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 そしたら、異議がないようですので、第３３号議案『第二次文化振興基本計画につい

て』は、原案のとおり承認いたします。 

 

日程５ 報告事項 

 

（岸川委員長） 

 続きまして、日程５、報告事項に移ります。 

 報告事項「平成２８年度佐賀市成人式全会場アンケート集計結果について」、社会教

育課からご説明をお願いいたします。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 続きまして、報告事項で平成２８年度の佐賀市成人式についてでございますけど、事

前に配付しておりました資料に訂正が一部ございましたので、本日改めて資料を配付さ

せていただいております。その資料でご説明をいたします。よろしいですか。今日お配

りした分でご説明をいたします。机の上に多分置いていると思います。よろしいですか。 

 では、佐賀市成人式に関するアンケートの集計結果について、ご報告をさせていただ

きます。 

 １枚目が全体の集計結果、２枚目が佐賀会場、３番目が旧町村、支所ごとの７会場の

集計となっております。１枚目を見ていただきまして、今回のアンケートにつきまして

は、質問１で「お住まいはどちらですか？」、質問２で「出身中学校はどこですか？」、

質問３で「ここの会場を選んだ理由はなんですか？」、質問４で「佐賀市成人式は旧市

町村ごとの８会場で開催していますが、今後はどのような形式で開催したほうがよいと

思いますか？」というような４つの設問でアンケートを実施しておりまして、質問１、

２、３については今回初めて設定した質問項目でございます。新成人が出身中学校区の

成人式に参加をしているのか、または参加会場の選択基準は何なのか、どのような形式

の成人式を望んでいるのかの３点がわかるように、例年と一部内容を変更して実施をい

たしております。 

 その結果、全体の６７％の新成人が「出身中学校区の会場だから」という理由で参加

する会場を選択しております。ここが質問３の右側の円グラフを見ていただくと、「出

身中学校区の会場だから」ということでは３８％になっておりまして、実数が３６２人

でございます。回答数が５４２人でございますので、これを５４２分の３６２というこ

とで６７％、３分の２の新成人が「出身中学校区の会場だから」という理由で参加する

会場を選択されております。また、「近いから」とか、「小学校の友人が多く参加するか

ら」、「中学校の友人が多く参加するから」等の理由によりまして、９割を超える新成人
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が出身中学校区の会場に参加をしております。佐賀会場におきましても、私立や県立、

国立の中学校出身者の参加も多いというような傾向もございます。どこの会場に参加す

るかは出身中学校がポイントになっているようでございます。 

 続いて、成人式の開催形式についてでございますけど、昨年度は８会場での分散の開

催を希望する新成人が約６割、１会場での統一開催を希望する新成人が約４割というこ

とで、６・４の割合でございました。今年度は一番下の円グラフ見ていただきますと、

分散解散を希望する新成人が約７５％、４分の３ですね。統一開催を希望する新成人が

４分の１で、分散開催を希望する意見が増加をしているところでございます。これは佐

賀会場でも、そのほか７会場でも同様の結果となっているところでございます。分散開

催を希望する意見がふえた詳細な原因につきましては、今回のアンケート結果のみでは

判断することができませんが、新成人の地元に対する深い思いであったり、意識の高さ

のあらわれではないかと思っているところでございます。 

 いずれにいたしましても、今回の結果を踏まえまして、引き続きよりよい成人式のあ

り方を検討していきたいと考えているところでございます。 

 説明については以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 ありがとうございました。 

 今のご報告につきまして、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

 

（田口委員） 

 私は指定されているとばっかり思っていたんですけれども、これはもう成人が会場を

選べるんですね。「ここの会場を選んだ理由はなんですか？」と書いてあったんですが。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 ９月末現在の住民基本台帳で大体住んでいるところわかりますので、そちらのほうを

ベースに通知を出します。それは１１月ぐらいに出しておりまして、ただし、そこの会

場に行く必要はないので、例えば、自分が三瀬のほうに通知が来たけどということであ

っても、佐賀会場に中学校のお友達がいるからということで佐賀会場に行かれても結構

ですし、そこはもう自由にされております。 

 

（田口委員） 

 そうなんですね。もともと何か来るべき名簿があってというようなことはなくて、も

う自由に一応選んでいいということでされているということでの理解ですね。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 そうですね、はい。 

 

（田口委員） 

 でも、ほとんどが出身中学校区のある会場を選んでいますね。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 はい。 

 

（田口委員） 

 わかりました。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 それと、９月末に住民基本台帳に搭載されていない、登録されていない方もいらっし
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ゃいます。大学で外に出て住民票も動かしている方、その方についても佐賀市民でない

けど、自分の出身校というか、会場に行けるような制度をとっておりますので、全てウ

エルカムの形でやっております。 

 

（田口委員） 

 ありがとうございます。 

 

（東島教育長） 

 これは式の運営でなくて、成人式全体の運営にかかわっている人たちの反省点という

のはない。その場のセットをしたりとか、こういう中身でいくよという、大筋を運営す

る市の職員がいるわけでしょう。やってみての利点、課題点はどんなところだったでし

ょう。 

 

（馬郡社会教育課子どもへのまなざし運動推進室長） 

 昨年度までは支所に教育課がありましたので、各教育課の職員がやっておりました。

今年度は社会教育課の職員が各会場１名ずつ担当といいますか、責任者という形でつい

ております。各会場を担当した職員の意見としても、流れとしては８会場でやるほうが

いいのではないかという意見が多く聞かれているのが現状です。 

 

（東島教育長） 

 実際に市の職員も同じ考えですね。 

 

（馬郡社会教育課子どもへのまなざし運動推進室長） 

 そうですね、はい。 

 

（東島教育長） 

 今回は７割５分、２割５分ですが、危機感を持っていらっしゃる市民、成人式が統合

されるのではないかということで危機感を持っていらっしゃるならば、どこを根拠にこ

のスタイルでいくのか、あるいは一本に本当にまとめたほうがいいのか。当初、８年前

か、一本にまとめるぞとドーンと打ち出したときに猛反発を食らったこともあります。

ですから、当面は１会場という考え方は、このアンケートを集約する限りでは生まれて

こないというふうに考えていいですか。 

 

（江副副教育長兼社会教育部長） 

 特に出席者のほうのご意見を吸い上げると、逆に裏づけられたというのがあるんです

よね。 

 

（岸川委員長） 

 ほかには。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、質問がなければ、続きまして、「平成２８年度２月補正予算について」担

当課からご説明をお願いいたします。 

 

（今井こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 最初に教育総務課からです。１５ページのほうをお願いいたします。 

 まず教育総務課分で、歳入のほうでございますが、一番上の電源立地地域対策補助金、

それから表の教育総務課分の下から３番目の同じ電源立地地域対策補助金、この分につ

きましては、小・中学校の施設改修を行うものでございまして、この補助金を活用する

ということで財源充当しております。そのほか、上から２番目以降の分については歳出
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の予算の補正に伴う財源の補正になります。 

 それでは、歳出のほうをご説明いたします。 

 歳出の２番目、屋内運動場非構造部材耐震改修【小学校】、次が中学校、その次の４

番目、５番目が小・中学校の空調整備事業、それにあわせて、その下の日新小学校、そ

の下の北川副小、本庄小、新栄小、諸富南小、巨勢小、高木瀬小学校までの分が、主に

委託料や工事請負費の中で入札残等を減額補正するものになります。 

 次の勧興小学校の大規模改造事業から鍋島、西与賀、金立、若楠小学校、それと下か

ら２番目の城北中学校の大規模改造事業につきましては、昨年の１１月の定例教育委員

会でお話ししている分ですけれども、国の経済対策により前倒しして補正をそのときに

行っておりました。そのような中、今回新たに配信を伴う工事関係等を対象に約２０％

の特別加算が追加交付されました。それに伴いまして、その継続事業の年割の組み替え、

それと年度末工事の進捗状況にあわせた減額組み替えを行っております。 

 今申し上げたように、継続事業で組み替えといいますとちょっとわかりづらいと思い

ますので、若干説明したいと思います。こういう大規模改造事業、校舎等を建てる際は

１年でできませんので、２年、３年と継続事業ということで実施をします。そのときに、

例えば、全体の事業は３００万円とした場合に、１年ずつに１００万円ずつの工事をや

りますよという割り振りを最初にして、総事業を進めながら例えば、いろいろなことが

起こり想定した以上に工事にが遅れたりとか、今回で言うと、例えば、仮設校舎を建て

ようとしたところ、最初は浅くて余り掘らなくていい仮設校舎を建てようとしたとこ

ろ、震災とかの影響でなかなかそういう想定したものが手に入らなくて、深く掘るもの

しか準備できないとなったときに、文化財の発掘調査をしないといけないという条件が

あるものですから、それをどのように進めようかとか、その検討をして──いう時間で

事業が進まなかったりすると、例えば、その年に１００万円とさっき言いましたけど、

５０万円ぐらいができなかったとすると、翌年に組み替えて事業をやりますよと。先ほ

どの入札残とかはもう終わっていますので減額しているんですけど、継続費の組み替え

というと、できなかった分を翌年度に取り組む事業に予算を振り分けていくような形に

なります。そういうところでちょっとイメージしていただければ、今の組み替えという

のをご理解いただけるんじゃないかと思います。 

 続いて、次に日新小学校大規模改造事業から北川副、本庄、新栄、諸富南のところま

でが、これは平成２９年度に計画をしておりました校舎大規模改造事業でございます。

これも先ほど言いましたように、昨年の１１月にお話ししていると思うんですけど、昨

年の国の経済対策により前倒しされた。補正を、２９年度からだったものを２８年度か

らの継続事業ということで予算が補正されておりましたが、今回、また先ほど言いまし

たように、新たに耐震を伴う工事関係等で約２０％の特別加算の追加交付がされました

ので、その分の組み替え補正を行っております。 

 それから、最後に一般職人件費でございますが、これにつきましては人事異動及び決

算見込みによる補正でございます。 

 説明は以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 質疑は、各課終わってからまとめて行います。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 同じく15ページの教育総務課の次の学校教育課でございます。学校教育課は６つあり

ますけれども、上の２つ、各種大会出場補助経費と支援指導員派遣事業につきましては、

決算見込みによる減額となっています。各種大会出場は、今年度団体での全国大会、九

州大会への出場が例年に比べて少なかったための減額で３００万円の減額をしており

ます。 

 それから、支援指導員派遣事業は、今年度支援指導員を派遣しなければいけない学校
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が最終的になかったために、その分の減額ということで、２０８万円を減額しておりま

す。 

 教職員用情報機器整備費からＩＣＴ利活用促進事業までが、これは入札残になってお

ります。教職員用情報機器整備費は、今年度全小・中学校のパソコン１，５５０台を更

新しましたものによる入札残です。 

 その次の２つですね、特別支援学級ＩＣＴ活用事業、小学校と中学校ですが、これは

特別支援学校の子どもたちが落ち着いて学習ができる。それから技能等の向上を図れる

ためにモデル校２校ずつにタブレットパソコンを配置しております。そのための入札残

になっています。 

 それから、一番下のＩＣＴ利活用促進事業につきましては、今年度中学校の教科書が

変わりましたので、デジタル教科書を配置したことによります入札残になっておりま

す。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 学事課お願いします。 

 

（梅﨑学事課長） 

 学事課は大きく２つあります。上のほうが学校給食施設整備事業、それから下のほう

が学校給食施設改修事業ということで、ちょっと文字が小さくてわかりづらいんですけ

れども、上のほうは何かと申しますと、給食室の改築工事です。建て直しの工事になり

ます。今回、西与賀小学校の給食室の工事監理業務の委託と、工事費、それから備品の

購入をいたしまして、その分の入札等による残が出ましたので、その分を減額するもの

でございます。西与賀小学校につきましては、３月の半ばぐらいに完成予定で、もう少

しででき上がるといったところです。 

 それから、下のほうの改修事業につきましては、勧興小学校、川上小学校、春日北小

学校の内装等の改修工事を行っておりまして、その分の工事、それから工事監理委託業

務料の入札等の残による減額補正となっております。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 次に、こども家庭課お願いいたします。 

 

（久我こども家庭課長） 

 １６ページをごらんください。まず大きく４つの項目で補正を行っております。 

 まず１番目、児童福祉総務費の事務管理経費でございますが、これは２７年度事業の

実績に応じて国の補助金等を返還するものでございます。大きなものとしましては、放

課後児童健全育成事業があります。あと病児保育事業や子育て短期支援事業、養育支援

訪問事業等でも返還が生じております。 

 次に、児童クラブ運営経費でございますが、この分につきましては、嘱託職員の報酬

費や社会保険料、賃金ですね、いずれも決算の見込みによる減でございます。 

 続きまして、児童クラブ施設整備事業でございますが、こちらは１７０万円ほどにな

りますが、これは委託料の減額でございます。入札残でございます。 

 歳入におきましては、国庫の補助率のかさ上げがございましたので、それに伴いまし

て国庫からは入の増がありまして、それに伴いまして、県のほうからは補助率が変更さ

れまして、減額の補正となっております。あわせまして、合併特例債につきましても減

額の補正となっております。 

 一番下の母子生活支援施設措置費でございますが、こちらは委託料の決算見込みによ

る減でございます。こちらは委託料として積算していたもので、高木園の引っ越し等に
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伴うものとして別枠で持っておりました委託料のうち、使わない見込みとなりましたも

のを減額するものでございます。 

 以上でございます。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 保育幼稚園課ですけど、一番上の事務管理経費でございます。７１０万円ほどの額で

ございますが、これは平成２７年度に行いました事業に関する国庫補助の返還金でござ

います。 

 主なものといたしましては、認可外の施設が認可施設に移行するための運営費の補助

というのが３８０万円、それから延長保育を行います事業に対しまして２８０万円とい

うことになっております。 

 続きまして、私立保育園運営費で１億６，６００万円ほどの額でございますが、これ

は国家公務員の給与が変更になっておりまして、それに伴いまして公定価格といいます

か、その額が今年度の４月１日にさかのぼって適用されるということで、その分で１億

６，６００万円の補正額となっております。 

 続きまして、一時保育経費でございますが、これを私立保育園が行います一時保育、

この分の決算見込みによる減額でございます。 

 続きまして、認定こども園施設型給付費、これで３億７，０００万円ほどの補正額で

ございます。これも公定価格の改定というのがございまして、平成２８年の４月にさか

のぼっての適用と。それから、対象施設に川副町にあります鳳鳴乃里幼稚舎というのが

新たに認定こども園になりましたことから、その分での増額でございます。 

 それから、一時保育経費（認定こども園）の分で１６０万円の減額でございますが、

これは決算見込みによる減額でございます。 

 続きまして、障害児保育経費（認定こども園）の分でございますが、認定こども園の

２号、３歳から５歳児の方の保育に当たる部分の３歳から５歳児の分で、障害児が重度

の方を６人見込んでいたところが５人であったと。軽度の方を２１人見込んでいたとこ

ろが９人だったということでの決算見込みによる減額でございます。 

 続きまして、特別支援教育経費（認定こども園）、２３０万円ほどの減額でございま

すが、これは認定こども園のうち幼稚園型、ここのゼロ歳から２歳までの園児、この方

たちの対象者を５人見込んでいたところが２人だったということで、決算見込みによる

減額でございます。 

 続きまして、地域型保育給付費、５，４５０万円の補正でございます。これも公定価

格の改定が行われまして、２８年４月にさかのぼっての金額のアップということで、そ

れと対象施設を１２園と見込んでいたところが１５園となりましたので、その分での増

額でございます。 

 それから、次が延長保育経費（地域型保育）の分でございますが、補助要件に該当す

る施設がなかったということでございます。補助要件に該当するためには、年間を通じ

まして、週の平均１名以上というのが必要なんですが、そういう施設がなかったという

ところでの該当がなかったというところで１，２００万円ほどの減額でございます。 

 続きまして、地域型保育受入拡充・支援事業でございます。これは地域型保育事業を

行う新規で新設されるところの備品とか、それから防災用品とかの購入費の補助でござ

いまして、１０件を見込んでおりましたけど５件ということで、その分で１２０万円掛

ける５カ所分ということで６００万円の減額でございます。 

 それから、幼稚園就園奨励費でございますが、これも決算見込みによる減額でござい

ます。 

 それから、一時保育経費も決算見込みによる減額、それから、最後の私立幼稚園預か

り保育推進事業でございますが、これも決算見込みによる減額でございます。 

 以上です。 

 



  14 

（岸川委員長） 

 社会教育課お願いいたします。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 社会教育課分です。１７ページになります。歳出のほうで自治公民館建設補助事業で

ございますけど、これは単位自治会等で行う自治公民館の建設改修等に対して補助金を

交付するものでございます。当初予定より申請件数が少なかったので、決算見込みによ

り減額補正をお願いするものでございます。 

 その次の久保泉公民館建設事業でございますけど、これは久保泉公民館の建設に伴う

経費でございまして、事業用地の文化財の事前調査の結果、文化財確認調査が不要とな

りましたので、文化財調査にかかる賃金、これは１６０万円ぐらい、それと建築工事の

管理委託料９１万円を入札残により減額補正をお願いするものでございます。この減額

補正にあわせまして、歳入で財源の合併特例事業債の減額をお願いするものです。 

 その下の大詫間公民館建設事業でございますけど、これにつきましては、建築設計業

務委託料３６０万円程度を入札残による減額補正をお願いするものでございます。この

減額補正にあわせまして、これも歳入で合併推進事業債の減額をお願いいたします。 

 その下です。青少年センター移転整備事業ですけど、これは青少年センターの移転整

備に伴う経費でございまして、工事請負費の入札残、１，６００万円程度ですね。それ

と公衆無線ＬＡＮ、監視カメラ等に係る設備等の整備委託料、これが６７万円程度ござ

います。──の残額の減額補正をお願いするものでございます。この減額にあわせて、

歳入で財源の合併特例事業債の減額をお願いするものです。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 はい、お願いします。 

 

（稲富スポーツ振興課長） 

 スポーツ振興課です。歳出の欄、１０款６項２目．スポーツ施設費１，０２２万円の

減額補正でございます。これは佐賀勤労者体育センター耐震改修事業でございますが、

委託料、工事請負費、備品購入費、いずれも入札残、決算見込みによる減額でございま

す。 

 なお、全体事業費にあわせて、左の歳入の欄、事業費財源である合併特例債９７０万

円を減額しております。 

 現在の工事の進捗状況でございますけれども、耐震外部工事はほぼ完了し、現在は内

部の仕上げ工事が進んでいるところでございます。３月末までに全ての工事を完了する

予定でありまして、４月１日から予定どおり利用を再開いたします。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 文化振興課お願いいたします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 歳出のほうからご説明をいたします。 

 まず、一番上の文化会館管理運営委託事業１，０００万円の減額ですが、指定管理料

の減額となっております。指定管理者であります佐賀市文化振興財団が平成２７年度自

主文化事業で大きな収益を上げたということが主な要因ですけれども、財団全体として

黒字になっております。文化振興課の場合には、指定管理者が黒字を出したといって、

それを精算するというやり方は通常しておりませんけれども、文化振興財団が公益法人

であるということで決算剰余金の処分については公益法人のルールにのって行う必要
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がありますので、今回は指定管理料の減額という形で処分を行うこととしたものでござ

います。 

 その下の文化会館施設改修事業５２０万円の減額ですが、文化会館の大ホールの舞台

床機構の改修及び舞台照明器具の更新工事を２８年度行いまして、その入札減による減

額でございます。 

 その下の東与賀文化ホール改修事業４４０万円の減額ですが、これは東与賀ふれあい

館の屋根防水工事の入札残によるものでございます。 

 その下の２つ、鍋島東部（国庫）分経費と（県委託）分の経費です。これは鍋島東部

地区の圃場整備に伴いまして文化財の本発掘調査を行ったもので、確認調査の結果と県

の事業計画の変更に伴い、調査面積が減ったことで予算を減額するものです。全体の減

額分の１２．５％を国庫分、８７．５％を県委託分で減額しております。これに関して

歳入のほうで国庫補助金、県補助金、県委託金を減額しております。 

 歳出の最後の緊急発掘等調査費（民間）分経費ですが、６９０万円の減額です。民間

開発に伴う本発掘調査の件数及び面積が当初見込みを下回ったということで減額をし

ております。この財源は原因者負担ということで開発事業者が負担をしますので、歳入

の受託事業収入の同額を減額しております。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 非常に詳細な説明をいただきましたが、なかなか行政の予算というのはわかりにくい

ものですけれども、ご意見、ご質問等があればお願いいたします。 

 私のほうからいいですか。こども家庭課、保育幼稚園課で、いわゆる決算見込みによ

る減というのがよく見られるんですけれども、例えば、児童クラブの嘱託員の方が４７

人と見込んでいたのに４１人だった。これは指導員というのはいつも慢性的に不足して

いるというふうに伺っておったんですけど、見つからなかったから６人少なかったとい

うことなんですか。 

 

（久我こども家庭課長） 

 そうですね、４７人を採用すべく募集をかけているところですけれども、面接を行い

ましても適した人材がいなかったりというところもあったりして、４１人しか今年度は

採用ができなかったということになります。 

 

（岸川委員長） 

 保育幼稚園課の特別支援教育が必要なお子さんの人数であったり、実際の利用が見込

みより少ないというのは、まず決算そのものはどういった算出基準でその人数とかを決

められているんですか。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 基本的には大体前年度ベースにしまして、新たに受け入れる、その障害の方がどんな

なのかちょっとわかりませんので、基本的には前年度の実績を参考にしています。 

 

（岸川委員長） 

 はい、わかりました。ほかに何か。片岡委員。 

 

（片岡委員） 

 聞き逃していたら申しわけないんですけど、保育幼稚園課の一時保育経費が１１３万

円からゼロとなっているのは、具体的にはどんな事情があったんでしょうか。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 
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 これは対象施設が幼稚園の中でも施設型給付の幼稚園といいまして、一般的な幼稚園

とちょっと違って、親の所得に応じて保育料が違うという形態の幼稚園なんですね。一

般的な幼稚園というのは、その幼稚園ごとに月々幾らですというのを決めていいんです

けど、そうじゃなくて、保育園みたいな親の収入に応じまして負担額が違うという幼稚

園がございます。そこが対象が３園しかないんですね。その３園のところが自分のとこ

ろの園児さん以外の方を預かるという場合の補助なんですね、この事業というのが。そ

れに対してちょっとここにつきましては見込みというのがはっきりわかりません、まだ

制度が始まっていろいろ動いておりますので、マックスの数字を見込んでいたというと

ころで、実際のところは、その３園のところがそういう一時的な預かりをされなかった

というところで対象の施設もなかった、その対象もいなかったというところで０人とい

うことになっております。 

 

（片岡委員） 

 わかりました。ありがとうございました。 

 

（岸川委員長） 

 はい、伊東委員。 

 

（伊東委員） 

 保育幼稚園課にお伺いしますが、ちょっと聞き逃しているかもわかりませんので。 

 今、新聞紙上でも待機児童対策ということで新聞紙上にぎわっていますが、市として

も保育士不足というのは、これは市も当然、今保育士不足があると思いますけれども、

この予算の中で、その対応というものはどこかに触れられているんでしょうか。それと

も全然手つかずなのか。保育士をどうやって増やすのかという、その辺については予算

の中に入っているのか入っていないのか、どこかの項目に。その辺はどうなんでしょう

か。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 これは２月議会の補正の分なので、その分では直接は入っておりません。ただ、通常

の年間予算といいますか、この分にはいろいろ入っておりまして、保育士確保のやり方

といたしましては──ここに上がっていない分を説明してよろしいですか。 

 

（岸川委員長） 

 恐らく次の当初予算に関連があると思います。 

 

（伊東委員） 

 次の中に含まれているんですね。（発言する者あり）はい、わかりました。それでい

いです。ありがとうございます。 

 

（岸川委員長） 

 ほかにはございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、ほかに質問がないようでしたら、今出ましたとおり「平成２９年度当初予

算について」、担当課からご説明をお願いいたします。 

 

（今井こども教育部副部長兼教育総務課長） 

 １８ページをお願いいたします。当初予算については膨大な１年分の予算になります

ので、経常的なものを除いて、今回ご説明するのは毎年このような形でさせてもらって

いると思いますが、新規の分だったり重点事業の分ということで説明させていただきた
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いと思います。 

 教育総務課分については１８ページの下の段の上のほうになります。小・中学校空調

設備設置事業でございます。この２９年度でございますが、この事業はもともと小・中

学校５３校に平成３０年度までに空調設備を設置するというものでございます。 

今回２９年度の当初予算では、ここにちょっと字が小さいですけど、対象校の上の段

になりますが、神野小学校から、右のほうに行きまして三瀬小学校まで９校、それと、

そのすぐ下の段の循誘小学校から右のほうに赤松、久保泉、富士中までの５校、この５

校については特別教室のみでございますが、この分については３０年度に工事する分で

すが、この分の設計委託料でございます。 

 ちなみに米印で書いてある分が非常にちょっとわかりづらいと思うんですけど、実は

２９年度に工事設置する分が小学校当然ございます。ここに書いてある９校分でござい

ます。この工事費というのは国の経済対策で２８年度に予算化されています。その分の

工事自体は２９年度に工事費というのも送られるんですけど、予算自体は２８年度で措

置しておりますので、ここには出てきておりません。ですから、今説明したのは２９年

度に設計委託の分だけが出てきているということになります。 

 説明は以上です。 

 

（岸川委員長） 

 学校教育課お願いします。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 その下の段の学校教育課分です。ＩＣＴ教育の環境整備及び利活用の推進ということ

で、約２億９，０００万円についてご説明いたします。 

 小・中学校にＩＣＴ環境を整備することで学習意欲の向上や学力の向上などを図ると

ともに、ＩＣＴ支援員を配置することで先生方の利活用を促して業務の改善等を図るも

のでございます。大きな事業としては、そういう人件費以外には、パソコン教室の児童・

生徒用のパソコンを更新いたします。これまでのノート型やデスクトップ型からディス

プレイの部分を外してタブレットとしても使えるようなハイブリッド型のパソコンを

更新いたします。小学校２０校、中学校４校の予定です。 

 それから、北部山間地の小・中学校がインターネットを使って交流事業をできるよう

な活用をする方法ということで、機材とインターネットの接続料などをしながら効果を

図っていくものでございます。 

 そして、最後は先ほど申しました特別支援学級、小学校２校、中学校２校のモデル校

に配置しましたタブレットにつきまして、効果の検証を今年度に引き続き図っていくと

いうものでございます。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 こども家庭課お願いします。 

 

（久我こども家庭課長） 

 １９ページの上の段をごらんください。まず１番目、子どもの学習支援を兼ねた居場

所づくり事業でございます。これは２９年度からの新規事業でございます。予算といた

しましては３００万円ほどを計上しております。 

 事業の概要といたしましては、経済的に厳しい状況に置かれた家庭の自立支援の一つ

といたしまして、地域のネットワークをつくりながら子どもの学習支援を兼ねた居場所

づくりを行うものです。具体的な事業といたしましては、まず、地域における実施体制

を構築するためのコーディネーターの配置及び支援体制の整備を行ってまいります。次

に、そのコーディネーター等の手配によりまして、市内の１カ所でモデル事業を実施す
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る予定でございます。 

 次に、放課後児童クラブ拡充事業でございます。これは予算は１億４００万円ほどを

計上しております。 

 事業の概要といたしましては、入会希望者の増加に伴い、施設が不足しておりますの

で、新たに児童クラブ施設を確保する必要がある北川副小学校に児童クラブの専用館を

整備するものでございます。施設といたしましては、１４０人が定員の施設を木造２階

建てで整備する予定でございます。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 保育幼稚園課お願いします。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 １９ページ下のほうでございます。地域型保育改修費等支援経費でございます。新規

でございます。予算では１，２００万円。 

 概要でございますが、待機児童の解消を図るために新たに小規模保育事業所を開設す

る際の費用、改修費、それから賃借料、これに対する補助事業を実施するものでござい

ます。補助対象者は新たに小規模保育事業所を開設する者、１施設１回限り。それから、

補助対象経費は賃貸物件等を利用し事業を実施するために必要な改修費、それから開設

月の前月までの賃借料、補助基準額は２００万円となっておりまして、そのうちの４分

の３を補助するものでございます。上限は１５０万円でございます。負担割合は国が２

分の１、市が４分の１、事業者が４分の１でございます。待機児童がゼロ歳から２歳が

非常に多いということで、ゼロ歳から２歳に特化した小規模保育施設を開設する場合

に、代替事務所とか貸店舗とかを利用して事業を始める方が多うございますので、その

場合の改修費とか開設するまでの家賃、これの分に対して４分の３を補助するというも

のでございます。 

 続きまして、２０ページでございますが、重点事業の保育所等の待機児童の解消でご

ざいます。２，１００万円ほどの予算でございます。 

 概要といたしましては、待機児童の解消を図るために保育事業者等に対しまして、以

下の補助をすることにより保育の担い手、入所定員総数の拡充、それから新たな事業者

の参入を促し、児童福祉の増進に寄与するというものでございます。 

 まず１つ目は、これは今までもやっているところでございますが、保育士等研修会開

催経費でございます。１１８万８，０００円でございます。事業概要は、就労機運及び

保育の質の向上を図るために保育士チャレンジ研修、それから従事者研修会の開催、こ

れを開催するというものでございます。保育士チャレンジ研修というのは、潜在保育士、

それから保育士に興味がある人、こういう人たちを対象に講座、それから実習をすると

いうことで保育士への働きかけをするというものでございます。それから、従事者研修

会というのは、市内の保育所等に勤務する保育士さんたちにスキルアップのために研修

会を年３回開催しているというものでございます。これは既存、今までもやっている事

業でございます。 

 それから、地域型保育受入拡充・支援事業でございますが、先ほども補正予算のとこ

ろでちょっと説明しましたが、地域型保育事業所、小規模保育事業所でございますが、

ここの参入を促すために備品、防災用品の購入に対する補助を行うものでございます。

補助限度額は１００万円ということで８施設を見込んでいるところでございます。 

 それから３番目は、先ほど言いましたが、小規模保育事業所に新規に参入していただ

くために、家賃とか、それから施設の改修、こういうものに対しまして補助を行うもの

で、上限１５０万円の８カ所分ということで１，２００万円の事業費ということにして

おります。 

 以上です。 
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（岸川委員長） 

 社会教育課お願いします。 

 

（百崎社会教育部副部長兼社会教育課長） 

 その下の中川副公民館建設事業でございます。これは平成２９年度からの新規事業で

ございまして、第二次の公民館施設整備計画に基づきまして、今、中川副公民館が建っ

ているところが手狭でございまして、中川副公民館を移転改築する事業でございます。

新年度予算では事業用地３，０００平方メートルの用地購入にかかる経費と用地測量、

造成工事の設計業務にかかる経費の合わせて２，７００万円程度を計上しております。 

 ３０年度以降のスケジュールですが、３０年度に造成工事、建設設計を、３１年度に

建設工事、平成３１年度に現公民館の解体というスケジュールで進めていきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 スポーツ振興課お願いいたします。 

 

（稲富スポーツ振興課長） 

 その下、スポーツ施設基本計画策定にかかわる経費５３３万８，０００円でございま

す。これは佐賀市のスポーツ施設の現状を見ますと、老朽化が進み、必要な規模や機能

が十分ではないため、多種多様化するスポーツ活動や大規模な大会等に柔軟に対応する

ことが難しいのが現状でございます。今回の予算は、今後将来的に佐賀市のスポーツ施

設がどのような役割を担っていくかを検証しまして、市民の地域スポーツの活動や大規

模な大会等にも対応できる施設の整備内容や配置などを考慮しまして、今後の施設整備

のあり方を示す全体構想計画を策定する経費でございます。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 文化振興課お願いいたします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 ２１ページお願いいたします。一番上の白丸の玉林寺無著妙融像保存修復事業、これ

は新規事業ですが、単年度事業になります。これ大和町にあります玉林寺の県指定重要

文化財無著妙融像の保存修理に対して補助金を交付するものでございます。１１３万円

でございます。 

 次の東名遺跡の利活用の推進２，５５０万円、これは昨年１０月３日に国の史跡とな

りました東名遺跡について出土遺物のより詳細な整理・分析を行う再整理事業に５００

万円、出土遺物の保存処理に１，０００万円、出前授業や企画展などを行う公開活用事

業に２５０万円、保存活用計画の策定と遺跡が正常な状態で保存をされているかどうか

地下の土壌環境の状態をモニタリングするための経費として８００万円を計上してお

ります。 

 その次の世界遺産関連分経費３，６７０万円ですが、三重津海軍所跡の発掘調査及び

文献調査にかかる経費とその他史跡地内の除草管理の経費を計上しております。 

 最後に、埋蔵文化財センター関連経費３８万円ですが、冒頭教育長からもご紹介あり

ましたが、今年度からもう既に基本構想の委員会を進めておりますが、来年度も引き続

きということで３回分の委員会の経費を計上しております。 

 以上でございます。 

 



  20 

（岸川委員長） 

 図書館お願いいたします。 

 

（園田図書館長） 

 図書館でございます。２２ページをお願いいたします。図書館システム更新事業（図

書館コンピュータシステム関連経費）ということになります。平成２９年度は１，２７

０万円程度を予算要求しております。この図書館システムは平成８年度の開館から５年

をめどに更新をしてきております。直近では平成２３年度に更新をいたしまして、現在、

使用しているシステムが導入後５年以上を経過しておりますので、ハードウエア及びソ

フトウエアの更新を行うものでございます。 

 今回は図書館システム機器借上料として、平成２９年度から平成３４年度までの期間

において１億２，８８８万３，０００円以内を支払うということでの債務負担行為を出

させていただいております。そして、これが市の単独事業としておりまして、全館分サ

ーバー１１台、パソコン１１１台、プリンター２０台を整備することとしております。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 以上のご説明につきまして、ご質問等ございましたらお願いいたします。山口委員さ

ん。 

 

（山口委員） 

 ２つございます。 

 まず、学校教育課で山間部の小・中学校を中心に導入したインターネット交流授業と

ありますけれども、何か詳しく決まっていれば、もう少し教えていただきたいんですけ

れども。 

 

（中村こども教育部副理事兼学校教育課長） 

 現在、北山小中学校でやっているんですけれども、テレビ会議システムを使ってオー

ストラリアのリスモア校とか、それから唐津の小川島小学校とインターネットで、回線

が物すごく速いので、ほとんどリアルタイムで美しい画像で交流ができることをやって

おります。これを今までは業者のほうからお借りしてやっていたのを市のほうでリース

にいたしまして、そしてそれを使っていくという形で、北山校だけではなくて、北山東

部小とか三瀬小とか、富士小中学校とか、そういうところでもお互いの学校としたり、

他県とつながったり、また場合によっては海外とつながったりするような、そういうこ

とをして小規模校の子どもたちも直接的な交流というのはなかなか難しいので、そうい

うテレビ会議システムを使った交流を図ることによって、表現力とかコミュニケーショ

ン能力の向上を図るような形で進めていくものと考えております。 

 

（山口委員） 

 ありがとうございます。 

 もう一つですが、こども家庭課なんですが、貧困の子どもたちの学習支援を兼ねた居

場所づくりということなんですが、それももう少し詳しく決まっていれば教えていただ

きたいのですが。 

 

（久我こども家庭課長） 

 事業の内容としては経済的に厳しい状況に置かれた家庭への支援ということはうた

っておりますけれども、事業といたしましては地域のネットワークづくりというのをま

ず第一に掲げている事業でございまして、その地域のネットワークの中でそういった子

どもたちが気軽に来れるような場所をつくって、その中で学習支援も行ってというとこ
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ろで、ひいては貧困の連鎖を断ち切るような事業に育っていけばということで考えてお

ります。コーディネーターも配置をするようにしておりますので、このコーディネータ

ーを中心にモデル事業の展開をしていきたいと考えております。 

 

（山口委員） 

 それは学校が終わって放課後のお話ですね。 

 

（久我こども家庭課長） 

 そうです。夕方からですね。 

 

（山口委員） 

 では、例えば、学習支援ということであれば、地域の方が、宿題を見たりとか、わか

らないことに答えたりとか、そういった形を考えていらっしゃるわけですね。 

 

（久我こども家庭課長） 

 そうですね。今、モデル事業を計画している中では週１回程度ということでの開催を

考えておりまして、その中で居場所をつくって子どもたちが寄ってきて、あとはそこを

過ごす中でボランティアの方々から学習支援をしていただくというように活動してい

くことを考えております。 

 

（山口委員） 

 はい、ありがとうございます。 

 

（岸川委員長） 

 私から。保育幼稚園課に、先日、私立保育園会に参加させてもらったときに、国会議

員の方が３年以上の保育士には４，０００円の手当て増額を決定したというふうな、ニ

ュアンスのお話があったと思うんですけど、それは予算に反映されていないんですか。

まだ国のほうとしては完全に決定していないんですか。はい、お願いします。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 それは２９年度の予算の分でございまして、今までも平成２４年度から比較します

と、保育士の平均でございますが、２万６，０００円ほど２４年度から２５、２６、２

７、２８ということで、月額大体２万６，０００円ぐらいのアップになっております。

２９年度もその延長でアップするような予算には国のほうはされているところでござ

いまして、まだ２９年度の予算が成立はしておりませんけど、そういう形で見込まれて

おります。 

 

（岸川委員長） 

 もし予算が成立したら、その分でまたこっちのほうは補助金という形で国から来て払

うというような形になるわけですか。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 その分が佐賀市が各保育園とか、認定こども園に払う分にも影響してきますので、当

初予算で足らなければ、その分は補正するという形になります。 

 

（岸川委員長） 

 わかりました。 

 

（伊東委員） 
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 ちょっと私のほうからあとお伺いします。 

 私が先ほど質問したのは、今、人手不足解消ということで保育士を増やそうと、いわ

ば潜在的な保育士、その掘り起こしが必要じゃないかという昨年度いろいろ質問をした

経緯がありますが、その辺での項目というのはほとんどありませんが、例えば、保育士

研修等、これについては既存でもやられていますよということじゃないですか。ですか

ら、新たに潜在保育士、その辺をどうやって掘り起こすのかという施策も私は必要じゃ

ないかなと思うんです。そうなると一般的に保育士賃金が安いよということに展開をさ

れそうですので、その辺はこういう予算の中で掘り起こしというテーマの案件の中でそ

ういう予算化というものが必要じゃないんでしょうか。 

 その辺は人手不足ということを思われていないのか、現状どうなのか。私、一般的に

見ますと人手不足で、特に保育園児の事故とか最近多いですよね。そういうものを含め

ますと、いわば復職セミナーとか、あるいは復職支援講座だとか、そういう展開もあっ

ていいんじゃないかなというふうに思っていたんですが、その辺はどうなんでしょう

か。 

 

（一番ヶ瀬こども教育部副理事兼保育幼稚園課長） 

 ちょっとここの中には見えにくいんですが、実際は保育士等研修会開催経費のところ

に、この研修会の開催だけではなく、その前に保育士さんとしてのやりがいとか、魅力

だとか、そういうことをアピールするために来年度は、まだどの情報誌になるかわかり

ませんが、情報誌に現役の保育士さんとかに来てもらって、そこで座談会形式で、その

魅力だとかやりがいとかをアピールするということで情報誌に３回ぐらい掲載をする

予定にしております。そのほか、佐賀市だけの保育士不足というわけではないので、県

とか国とかと役割分担があろうかと思いますが、県のほうでも２９年度予算で潜在保育

士の復帰のために研修会とか実習を設けて、職場復帰をするということで来年度予算で

４４０万円ほど計上されております。それからまた、県内の養成機関と、市だとか県と

か、それから県の社協さんとかで会議を持ちまして、隣県では、その就職に当たって県

内出身者が県外の学校にいるという場合に、その方たちを何とか呼び込めないかという

ことで就職説明会とかに出向かれているという話が養成校のほうからちょっとござい

ましたので、県のほうでも、先日の新聞に載っておりましたけど、隣県、福岡県とか長

崎県とかに行って、求人情報の提供だとか就職説明会を開くことで人材確保をしたいと

予算化をされております。 

 そのほかに、県のほうでは保育士の養成機関に行かれている学生さんに対しまして、

月額５万円の修学資金というのを貸し付けをされます。修学資金は５万円貸し付けされ

るんですけど、５年間引き続いて保育士として就職すれば、その分の返還は免除すると

いうことになっております。それから入学準備金で２０万円とか、就職準備金２０万円

とかということを今年度の補正予算で県のほうは取り組まれております。それからま

た、潜在保育士としてもその方たちが就職準備金が必要だということで、１回限りで４

０万円の貸し付けを行われます。これも県内の保育所で２年間引き続き従事すると、そ

の分の返還が免除ということになっております。 

 そのほか県の取り組みといたしましては、県の社会福祉協議会に委託をしまして、潜

在の方のマッチング、保育所とのマッチングを行うための事業を県社協で行われており

ます。 

 保育士確保のための事業としてはそういう事業を行うことになっております。 

 

（伊東委員） 

 ありがとうございます。県は県として、佐賀県の中のリーダーシップは佐賀市でしょ

う。やっぱりリーダーシップをとるべきだと思うんです。県のそういう制度を利用しな

がらとしても、佐賀市はこうだよということで、やっぱり新聞に載るぐらいの施策とい

うものをやってほしいと思います。というのは、５０戸ぐらいの狭い我々地域の中に２
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人もいるんですよ、保育士の免許を持っていて医療事務をしている方が、ですから、そ

ういうところが目先にあるのに、こういう人材不足を補えないというのは、かゆいとこ

ろに手が届かないのと一緒で、ぜひ佐賀市としてのリーダーシップをとって欲しいとい

うふうに思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

 

（岸川委員長） 

 例えばテレビＣＭとかできないでしょうか。今やっている消防団員募集みたいに潜在

的な人を掘り起こす意味で１つのアイデアとしてどうかな思います。 

 

（藤田こども教育部長） 

 保育士不足については、間違いなく私たちも喫緊の課題として思っています。特にこ

こ２年間の中でかなりの緊迫状態が出まして、公立の保育所にしても受けたいけれども

受けられない状態があるのは間違いないです。 

 その中で、今、課長のほうでも申しました、一定の役割分担は確かにさせていただい

ています。もう一方で確かに委員長が言われたように、広報の分につきましては新年度

の中でやっていきたいと思いますし、かつまた、県が今、人材バンクの登録のことも今

課長のほうが申したんですけど、そこら辺も結構周知がいまいちないかなというところ

があると思うので、そういう意味では市町村がそこら辺の手助けをするとかという手だ

ても考えてはいきたいなと思っています。 

 また、もう一つは、直接的なことはないんですけど、地域型保育が今うちのほうでも

こういうふうに重点課題として取り組みをしているんですけど、地域型保育所をつくれ

ば、結構保育士を集めていただいている。もちろんほかの保育所からの引き抜きもある

かわかりませんけど、やっぱりそこは掘り起こしももう一方では、新しい保育所ができ

たら私ちょっと行ってみようかなというところで応募されて採用されるという話も聞

いていますので、地域型保育所、直接ではないですけれども、こういうところの掘り起

こしもやっぱりもう一方では期待しているところであります。 

 

（岸川委員長） 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（田口委員） 

 せっかく養成校から来ているので、少し新しい情報というか、先ほど岸川委員長がお

っしゃったので、もう一つこのことかなと思ったのは、保育士のキャリアパスのことを

国会議員から言われたかと思うんですが、今、大体７年間勤務を維持している人の中で、

今は園長、主任、一般保育士となっていますが、これを幾つか階層に分けて、副主任と

いうのと、それから専門職リーダーというのを中間層に入れるということで、これが大

体７年以上の勤務をしていて、そして、それは国が指定する研修を受けると月額４万円

もらえるということを２９年度から始めますということなんですけれども、これが各都

道府県に行っていて、今長崎県のほうは、長崎県の県と養成校との間で、実際それが国

のがおりてきたときに７年以上の保育士とか幼稚園教諭が、幼稚園と保育所とそれぞれ

あるんですけれども、どれくらいいるかというのを試算して、この人たちが本当に研修

を受けるためにどれぐらいの日程をつくらなきゃいけないかというふうなことを１月、

２月ぐらいに試算をしています。そうすると、１年間で月２回、土日を全部１００人単

位ぐらいでしても追いつかないというような状況で、この研修を受けないと４万円もら

えないということなので、早くに前倒しして、とにかく研修を現場を受けさせてお金を

いただきたいということになるだろうから、そうなると本当に大変になってくると。こ

の研修は都道府県が一応運営の主体になっているけれども、実際はどこがするのかとい

うときに養成校にかかってくるんじゃないかというふうなお話もあったりして、最初は



  24 

現場のそういうキャリアの話と思っていて、養成校もちょっと傍観していたところがあ

るんですけど、研修が絡んでくるということなので、来週か再来週か、ちょっと私も全

国の研修会へ行って、内容を詳しく聞いてからまた何か還元できることはと思っている

んですが、それが１つあって、とにかく保育士の待遇改善というのを一方でやっている

んですが、一方では保育士の志望者層を増やさなければ、学生数も少しずつですけど、

介護ほど減りはしていないんですけれども、やっぱり保育士になりたいという人たちが

増えなければいけないのですが、佐賀の場合は県外流出率が高くて、保育系も結構福岡

のほうの短大に行き、そちらのほうで就職してしまうというふうなこともあるので、地

元の高校生を地元の養成校にどうやって掘り起こして行かせる、進学させるかというと

きに、高校生を対象に保育士ってすてきだよというような講座を各養成校で考えながら

やっていこうかという話とか、今でも養成校に誰かいませんかというふうにして保育士

不足の声があっているので、そういうことも一緒に官民協働でやっていけたらなという

ふうに思っているところです。 

 保育士養成校の中に九州ブロックというセミナーがあるんですが、そこでのブロック

研究というのを今佐賀県の養成校でやっていまして、保育士の卵達が勤務先を決めるの

が果たしてお給料だけなのかと。今お給料のことばかりがなっていますが、やっぱり保

育園、幼稚園の抱える問題ってそれだけじゃないところがあるので、そういう課題解決

を明らかにしていこうということもやっています。官民協働化と研究ということで県と

も一緒にやっているので、そういうところも何か還元が市にもできたらいいなと思って

いるところです。 

 ちょっと話題提供でした。 

 

（岸川委員長） 

 また引き続きいろんな情報を教えてください。 

 

（伊東委員） 

 恐らく給料だけじゃないと思うんです。仕事に入って、過酷で辛い、楽しくない、そ

こだと思うんです。 

 

（田口委員） 

 シャドーワークだって、持ち帰る仕事がすごく多いとか。 

 

（伊東委員） 

 両方から攻めないと解消できないと思います。 

 

（岸川委員長） 

 そしたら、報告事項はこれでよろしいですかね。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 時間も大分押してきましたけれども、その他でスポーツ振興課から、さくらマラソン

について。 

 

（稲富スポーツ振興課長） 

 スポーツ振興課のほうから２点ありまして、１点は佐賀さくらマラソンの資料をお手

元のほうにお配りをしております。当日いらしていただきたいということで置いており

ます。 

 もう一点が、これは佐賀市スポーツ少年団との協働の講演会のご案内ということで、

チラシを机のほうに置いております。 

 日本大学のスポーツ科学部の森丘先生をお呼びしまして、「ジュニア期のスポーツ指

導に求められること」ということで講演会を開催いたします。３月４日の土曜日でござ
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います。もしよろしかったらということでご案内をしております。 

 以上でございます。 

 

（岸川委員長） 

 文化振興課からお願いします。 

 

（宮崎文化振興課長） 

 お手元のほうに２枚チラシをお配りしております。 

 ブルーのほうが三重津海軍所跡の発掘調査の一般公開ということで、現在、現地での

発掘調査を行っておりますが、今度の日曜日に３回、９時から、１０時から、１１時か

ら、それぞれ３０分ぐらいですが、現地での説明会を行いますので、よろしければおい

でください。恐らくもうあと数年ぐらいしか発掘調査がないので、ぜひよければごらん

ください。 

 ２枚目がカラーのチラシですが、きょうも何度か出てまいりました東名遺跡の本がで

きましたということで、雄山閣というところから発行をされております。 

 文字ばっかりではなくて、結構写真とか図版とかがたくさん載っていて、半分ぐらい

はそういったものになっております。 

 発掘調査にずっと携わってきたうちの職員も一部執筆をしております。今であれば

２，２００円でお買い求めになれますので。本屋さんで買うと２，８０８円なんですが、

この出版社とか、私どものほうにお申し込みいただければ２，２００円で買っていただ

けますので、よかったらお願いいたします。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 社会教育課のからお願いします。 

 

（小林社会教育課参事兼子ども・若者係長） 

 今日お手元のほうに１２月４日に開催しました少年の主張大会の冊子ができ上がり

ましたので、お渡ししております。２６校区地区の小・中学校の方が一生懸命発表した

内容ですので、ぜひご一読いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（岸川委員長） 

 事務局からお願いします。 

 

（大坪教育総務課副課長兼総務係長） 

 続きまして事務局からです。前回、研修会のときの臨時教育委員会で教育委員会贈呈

式の大和中学校の表彰の承認をいただきましたけれども、その表彰式の日時が３月１４

日、研修会後の１６時から、この同じ会場で行いますので、どうぞ予定に入れておいて

いただければと思っております。 

 それから、１月にお知らせをしておりました市の教育委員会事務局の幹部職員の人事

案件の臨時教育委員会の日程でございますけれども、３月２２日水曜日の１４時３０分

からさせていただきたいと思っております。あわせて予定を入れていただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

 

（岸川委員長） 

 もう時間がないので説明は省きますけど、この間、文部科学省の研修をまとめてきて

おりますので、後で読んでおいてください。 

 中でも教育長を養成する講座というのを今されているということで、大津市教育委員
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で兵庫教育大学大学院の日高教授のお話を伺ったのですが、日本に教育長が１，７００

人おられますけど、日本の教育を変えるには、その方たちに変わってもらわないといけ

ないということで、教育長を教えるシステムが今までなかったので、兵庫大学院で教育

長の養成講座を開講されていて、受講者が今現在１５名いらっしゃるということで、非

常に内容がおもしろかったです。 

 それとインクルーシブのところで、ある専門の方が委員の中にいらっしゃって、大阪

の大空小の木村校長のドキュメンタリー「みんなの学校」というのがあって、ぜひ今度

一度これも研修会のときでも見たいなと思いました。 

これはもうあらゆる特別支援教育の子どもたちが同じ教室で学んでいて、そのために

地域の人たちの手伝いとかもあるみたいなんです。よかったら一読しておいてくださ

い。 

 それでは、先ほど日程確認のときに説明させていただきましたとおり、この後の議案

が佐賀市教育委員会会議規則で規定する非公開の案件となりますので、教育委員会に属

する職員の任免その他の身分取り扱いに関するものとなりますので、これから以降は非

公開としたいと存じますが、ご異議ないでしょうか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 それでは、これ以降は非公開といたします。 

 申しわけございませんが、関係部署以外は退室をお願いいたします。 

 

〔非公開〕 

 

終了 １６時３９分 

 


